『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/05/01 - 2012/05/31 )
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療養所

憲法週間（1～7日）に寄せて 岡山弁護士会長 火矢 悦治 根本的意味問い直そ
う
特集 副作用をトリアージする これだけは知っておきたい皮膚の副作用 昭和大学
医学部皮膚科 末木博彦 3．薬剤性過敏症症候群（Drug-Induced Hypersensitivity
Syndrome;DIHS)

20120501-001 山陽新聞（岡山）

2012/05/01

20120501-002 調剤と情報

2012/05/01

20120502-001 下野新聞（宇都宮）

2012/05/02

ハンセン病募金

20120503-001 下野新聞（宇都宮）

2012/05/03

ハンセン病募金

20120503-002 京都新聞（京都）

2012/05/03

森敏治、加藤めぐみ

ハンセン病回復者高齢化 差別恐れ病歴明かせず 医療や介護に影響

20120503-003 四国新聞（高松）

2012/05/03

太田昭生

20年撮りためた"香川の今" 太田昭生写真展「地方からの視点」 8日から13日まで
/高松市番町・県文化会館

20120503-004 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/03

吉田茂

デスク日記 2012.5.3 想像力を鍛える 熊本総局 本田 清悟

菊池恵楓園

20120503-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/03

山田雅人

恵楓園野球部忘れぬために タレント・山田雅人さん「一人語り」の材料に 熊本市
で7月に公演

菊池恵楓園

20120503-006 琉球新報（那覇）

2012/05/03

池間哲郎

相手尊敬が第一歩 池間氏 アジア支援の成果報告 沖縄市

20120503-007 毎日新聞（県版）青森版

2012/05/03

石川勝夫

差別の歴史 風化させぬ 高齢化進むハンセン病療養所 松丘保養園最年少57歳 松丘保養園、多
石川勝夫さん語り継ぐ
磨全生園

20120503-008 毎日新聞（県版）兵庫版

2012/05/03

石田雅男

ハンセン病と人権 長島愛生園の歩みから 写真やパネル 姫路で企画展示

20120504-001 常陽新聞（土浦）

2012/05/04

堅山勲

食 豊かな暮らし イオラスハーブ館 中村さた子 ＜61＞ 初めて食べる鹿児島の
あく巻

20120504-002 下野新聞（宇都宮）

2012/05/04

20120504-003 南日本新聞（鹿児島）

2012/05/04

ハンセン病募金
森敏治、加藤めぐみ

高齢のハンセン病回復者 差別恐れ病歴明かせず 適切な医療届かぬ場合も

長島愛生園

20120504-004 毎日新聞（県版）岡山版

2012/05/04

アーサー・ビナード、沢
詩人ビナードさん原発テーマに講演 北区・憲法記念日
知恵

20120504-005 朝日新聞（県版）多摩版

2012/05/04

西浦直子

社会の差別 本人の言葉で 東村山 ハンセン病資料館企画展

20120504-006 朝日新聞（県版）むさしの版

2012/05/04

西浦直子

社会の差別 本人の言葉で 東村山 ハンセン病資料館企画展

20120505-001 秋田魁新報（秋田）

2012/05/05

津田信敏、土方巽、元 不世出の舞踏家 土方 巽 秋田から世界へ 森下 隆 65 第10章 禁色 詩に合
慰廃園
藤燁子、三島由紀夫 わせて振り付け 津田信敏のダンス

20120505-002 北陸中日新聞（金沢）

2012/05/05

青山南圭

この人 外務省医務官からハンセン病療養所長に 青山 南圭さん

駿河療養所

20120505-003 中日新聞（名古屋）

2012/05/05

青山南圭

この人 外務省医務官からハンセン病療養所長に 青山 南圭さん

駿河療養所

20120505-004 琉球新報（那覇）

2012/05/05

森敏治、加藤めぐみ、 高齢のハンセン病回復者 差別恐れ病歴隠す 医療体制、介護に課題 社会への
ハンセン
啓発必要

20120505-005 毎日新聞（県版）熊本版

2012/05/05

杉野芳武、国宗直子

熊本なるほドリ 恵楓園のボランティアガイドって何? ハンセン病の歴史伝える 高
菊池恵楓園
齢の入所者に代わり園内案内

2012/05/05

鈴木定彦

医学会日程一覧（6月） 22（金）～23（土） [85]日本ハンセン病学会

20120506-001 読売新聞（東京）

2012/05/06

ジュディ・ダットン、中
島隆信、横山啓明

理系の子 SIENCE FAIR SEASON ジュディ・ダットン著 文芸春秋 1700円 評・中
島 隆信（経済学者 慶応大教授） 科学で輝く若者たち

20120506-002 東奥日報（青森）

2012/05/06

20120506-003 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/06

20120506-004 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/06

20120505-006

MEDICAMENT NEWS（東
京）

20120507-001 週刊ポスト

2012/05/07

20120508-001 毎日新聞（県版）熊本版

2012/05/08

20120508-002 読売新聞（県版）神奈川版

2012/05/08

今週の予定
杉野桂子

故郷とつなぐ古いサイン帳
きょうの歴史 ＝6日＝ 【県内】

菊池恵楓園

高山文彦、笹川陽平、
笹川良一、児玉誉士
夫、マザー・テレサ、伊
藤隆、トールマン、マッ
宿命の子 高山文彦 笹川一族の神話と真実
ウタレ
カーサー、ルーズベル
ト、チャーチル、スター
リン、大川周明、佐藤
誠三郎
生きる 12 ハンセン病回復者・志村康の記憶 12 題字は本人 結婚（3） 奪われ
志村康
た子供の命
木下晋、小林ハル、桜
木下晋展 祈りの心 下 妻と愛猫 克明に写実
井哲夫

20120508-003 東奥日報（青森）夕刊

2012/05/08

本田雅章、石川勝夫

差別、偏見解消目指し 青森で12・13日「ハンセン病市民学会」 東北初開催「多数 松丘保養園、東
参加を」
北新生園

20120509-001 河北新報（仙台）

2012/05/09

遠藤隆久、石川勝夫

ハンセン病 差別や偏見解消を 青森と登米で12・13日に集会 東北初の開催

20120509-002 神奈川新聞（横浜）

2012/05/09

木下晋、山折哲雄

総局長のどうも! 存在感ある鉛筆画

20120509-003 信濃毎日新聞（長野）

2012/05/09

ゴードン・ヒラバヤシ、
憲法を信じて 日系2世ゴードン・ヒラバヤシの闘い 4 姜尚中さんに聞く 人権侵害
姜尚中、レーガン大統
声を上げ連帯を
領、中曽根首相

20120509-004 京都新聞（京都）

2012/05/09

真田かずこ

反原発、平和 美術に込め 京都アート展に30人出展

20120509-005 大阪日日新聞（大阪）

2012/05/09

森敏治、加藤めぐみ

高齢のハンセン病回復者 差別恐れ病歴明かせず 医療や介護に課題

20120509-006 琉球新報（那覇）

2012/05/09

知花昌一、親鸞

復帰40年・いま 沖縄心の軌跡 1 抵抗の僧侶にひかれ 知花 昌一さん（上） 闘
う男、自身と向き合う

20120509-007 毎日新聞（県版）群馬版

2012/05/09

藤田三四郎

ハンセン病患者監禁施設「重監房」 厚生省 負の遺産として復元、展示へ 栗生楽
栗生楽泉園
泉園入所者 基本計画を了承

20120509-008 毎日新聞（県版）香川版

2012/05/09

太田昭生

現代史テーマ 370作品が並ぶ 土庄・太田さん 高松で写真展

20120509-009 週刊文春

2012/05/09

ジュディ・ダットン、横
山啓明

今週の必読 "世界一の自由研究"をめぐる感動のドラマ『理系の子 高校生科学オ
リンピックの青春』ジュディ・ダットン 横山啓明[訳]

20120510-001 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/10

20120510-002 琉球新報（那覇）

2012/05/10

知花昌一

2012/05/11

好本督、内村鑑三、好
本忠璋、好本和子、好
本寛、中村京太郎、岩
橋武夫、銭本三千年、
是川銀蔵、河野三通 点字毎日創刊秘話 指先に光 90年 主な事業 盲人救済に一生涯 創刊を提唱
士、ルイ・ブライユ、石 好本督 盲人文化の灯 燃やし続けて 日本盲人福祉委員会 笹川吉彦理事長
川倉次、ヘレン・ケ
ラー、天皇・皇后両陛
下、秋篠宮ご夫妻、笹
川吉彦

20120511-001 毎日新聞（東京）

ハンセン病 青森、宮城で市民学会開催 12、13日
復帰40年・いま 沖縄心の軌跡 2 抵抗の僧侶にひかれ 知花 昌一さん（下） 自
由になり、強さ持つ

松丘保養園、東
北新生園

菊池恵楓園

20120511-002 毎日新聞（札幌）

20120511-003 毎日新聞（名古屋）

2012/05/11

好本督、内村鑑三、好
本忠璋、好本和子、好
本寛、中村京太郎、岩
橋武夫、銭本三千年、
是川銀蔵、河野三通 点字毎日創刊秘話 指先に光 90年 主な事業 盲人救済に一生涯 創刊を提唱
士、ルイ・ブライユ、石 好本督 盲人文化の灯 燃やし続けて 日本盲人福祉委員会 笹川吉彦理事長
川倉次、ヘレン・ケ
ラー、天皇・皇后両陛
下、秋篠宮ご夫妻、笹
川吉彦

2012/05/11

好本督、内村鑑三、好
本忠璋、好本和子、好
本寛、中村京太郎、岩
橋武夫、銭本三千年、
是川銀蔵、河野三通 点字毎日創刊秘話 指先に光 90年 主な事業 盲人救済に一生涯 創刊を提唱
士、ルイ・ブライユ、石 好本督 盲人文化の灯 燃やし続けて 日本盲人福祉委員会 笹川吉彦理事長
川倉次、ヘレン・ケ
ラー、天皇・皇后両陛
下、秋篠宮ご夫妻、笹
川吉彦

20120511-004 毎日新聞（大阪）

2012/05/11

20120511-005 毎日新聞（北九州）

2012/05/11

20120511-006 東京新聞（東京）

2012/05/11

好本督、内村鑑三、好
本忠璋、好本和子、好
本寛、中村京太郎、岩
橋武夫、銭本三千年、
是川銀蔵、河野三通
士、ルイ・ブライユ、石
川倉次、ヘレン・ケ
ラー、天皇・皇后両陛
下、秋篠宮ご夫妻、笹
川吉彦
好本督、内村鑑三、好
本忠璋、好本和子、好
本寛、中村京太郎、岩
橋武夫、銭本三千年、
是川銀蔵、河野三通
士、ルイ・ブライユ、石
川倉次、ヘレン・ケ
ラー、天皇・皇后両陛
下、秋篠宮ご夫妻、笹
川吉彦
青山南圭

点字毎日創刊秘話 指先に光 90年 主な事業 盲人救済に一生涯 創刊を提唱
好本督 盲人文化の灯 燃やし続けて 日本盲人福祉委員会 笹川吉彦理事長

点字毎日創刊秘話 指先に光 90年 主な事業 盲人救済に一生涯 創刊を提唱
好本督 盲人文化の灯 燃やし続けて 日本盲人福祉委員会 笹川吉彦理事長

この人 医師兼外交官から転身 ハンセン病療養所長に 青山 南圭さん

駿河療養所

20120511-007 デーリー東北（八戸）

2012/05/11

石川勝夫

ハンセン病に理解を あすから2日間 青森で市民交流集会

20120511-008 河北新報（仙台）

2012/05/11

本社後援の催し

20120511-009 中日新聞（名古屋）

2012/05/11

知事の一日

20120511-010 西日本新聞（福岡）

2012/05/11

20120511-011 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/11

松丘保養園

駿河療養所

内田博文、志村康、国 元ハンセン病患者 無実訴え届かず死刑 菊池事件再審の糸口に 市民学会あす
菊池恵楓園
宗直子
から青森で 差別の歴史検証へ
きょうの歴史 （11日）【県内】

2012/05/11

木下晋、白洲正子、洲
之内徹、小林ハル、桜
あの人に迫る 木下 晋 画家 どんな人なのか知りたくて描く
井哲夫、大滝直平、木
内克、麻生三郎

2012/05/11

木下晋、白洲正子、洲
之内徹、小林ハル、桜
あの人に迫る 木下 晋 画家 どんな人なのか知りたくて描く
井哲夫、大滝直平、木
内克、麻生三郎

20120512-001 読売新聞（福岡）

2012/05/12

渡邉弘子、見良津珠
理子、内山博司、井深
時評 小説 松本常彦 深い孤独と悲しみ輝く
八重、興膳克彦、黒田
如水

20120512-002 東奥日報（青森）

2012/05/12

野田首相、三村知事

動静 11日

20120512-003 朝日新聞（県版）香川版

2012/05/12

上原忠行

大島青松園入所者イチゴの味覚満喫

大島青松園

20120512-004 読売新聞（県版）青森版

2012/05/12

本田雅章

『ハンセン病 理解深めて』 東北初の市民学会 きょうから青森で

松丘保養園

20120512-005 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2012/05/12

木下晋、白洲正子、洲
之内徹、小林ハル、桜
あの人に迫る 木下 晋 画家 どんな人なのか知りたくて描く
井哲夫、大滝直平、木
内克、麻生三郎

20120513-001 東奥日報（青森）

2012/05/13

神美知宏、石川勝夫、
三村申吾、鹿内博、津 差別、偏見どう解消 ハンセン病市民学会
島雄二、宮地尚子

20120511-012 東京新聞（東京）夕刊

20120511-013 中日新聞（名古屋）夕刊

青森で全国大会始まる

神山復生病院

松丘保養園

20120513-002 陸奥新報（弘前）

2012/05/13

神美知宏、石川勝夫

ハンセン病市民学会開会 青森

松丘保養園

20120513-003 デーリー東北（八戸）

2012/05/13

神美知宏、石川勝夫

ハンセン病市民学会交流集会 差別の原点考えて 青森で初開催 市民ら理解深
める

松丘保養園

20120513-004 上毛新聞（前橋）

2012/05/13

宮地尚子、姜信子

被災者に寄り添い理解を 青森でハンセン病学会

20120513-005 山陽新聞（岡山）

2012/05/13

宮地尚子、姜信子

青森でハンセン病市民学会

20120513-006 四国新聞（高松）

2012/05/13

小宮山洋子

厚労相インタビュー 一層の税率増必要に 大島官用船は安定運航

20120513-007 西日本新聞（福岡）

2012/05/13

宮地尚子、奥田均

ハンセン病市民学会 青森で開幕 「胸張り古里名乗れる世に」

20120513-008 佐賀新聞（佐賀）

2012/05/13

宮地尚子、姜信子、遠
患者や被災者に寄り添い支援を 青森でハンセン病学会
藤隆久

20120513-009 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/13

宮地尚子、姜信子、青
ハンセン病市民学会 人間の尊厳 考える 青森市で総会・交流集会 きょうまで
木美憲

邑久光明園、松
丘保養園、東北
新生園

20120513-010 毎日新聞（県版）青森版

2012/05/13

石川勝夫、叶順次、奥
「全ての差別解消を」 ハンセン病市民学会 療養所入所者訴え 青森
田均

松丘保養園

20120513-011 朝日新聞（県版）青森版

2012/05/13

姜信子、神美知宏、福 ハンセン病市民学会 青森で 被災の苦痛 共感も 東北初開催 療養所存続話題
松丘保養園
西征子
に

20120514-001 東奥日報（青森）

2012/05/14

福西征子、田中志子、
保養園の将来を議論 ハンセン病市民学会閉幕 青森
船橋かおり

20120514-002 デーリー東北（八戸）

2012/05/14

20120514-003 河北新報（仙台）

2012/05/14

石川勝夫、徳田靖之、
療養所と地域の共生探る ハンセン病 青森などで全国集会
田中志子

20120514-004 西日本新聞（福岡）

2012/05/14

志村康、平井佐和子、 差別のない社会 今こそ 無念の死 名誉回復を 無実主張の元患者 執行から50
菊池恵楓園
国宗直子
年 恵楓園の志村さん「菊池事件」再審訴え

20120514-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/14

志村康、平井佐和子、
ハンセン病市民学会閉幕 元患者の事件を検証 来年は熊本
本田清悟

20120514-006 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/14

20120514-007 毎日新聞（県版）香川版

2012/05/14

大島青松園

松丘保養園

週間ダイジェスト（12年5月5日～12日） ハンセン病に理解

きょうの歴史（14日）
太田昭生、池田正輔

支局長からの手紙 「時代」を切り取る

松丘保養園

菊池恵楓園
菊池恵楓園

2012/05/14

デアシ・イルニワティ・ 人ひと 「国違っても気持ち通じる」 県内初のEPA看護師 デアシ・イルニワティ・シ
長島愛生園
シナガ
ナガさん（28）

20120514-009 週刊ポスト

2012/05/14

高山文彦、笹川陽平、
笹川良一、ガレノス、
アルマウェル・ハンセ
宿命の子 第三回 高山文彦 笹川一族の神話と真実
ン、ヒエロニスム、イエ
ス・キリスト、グーテン
ベルク

20120515-001 富山新聞（富山）

2012/05/15

木下晋、桜井哲夫、山 富山文化 鉛筆で極める孤独と祈り 金沢美大大学院教授 木下さんが画文集発
折哲雄、草薙奈津子 行

20120515-002 神戸新聞（神戸）

2012/05/15

鵜久森典妙

社会派映画プロデューサー 鵜久森さんが写真展 兵庫区

20120515-003 神戸新聞（神戸）

2012/05/15

徳田靖之

ハンセン病でパネル討論会 19日に神戸

20120515-004 毎日新聞（県版）熊本版

2012/05/15

20120515-005 朝日新聞（県版）宮城版

2012/05/15

神美知宏、久保瑛二、
ハンセン病療養所 将来のあり方探る 登米 市民学会が交流集会
井上雅雄

20120515-006 日本海事新聞（東京）

2012/05/15

シェイク・ハマド・ビン・
ハリーファ・アール・
サーニ、海野光行、ジ 発信塔
ミー・カーター、笹川陽
平

20120515-007 北海道新聞（札幌）夕刊

2012/05/15

平中忠信、神美知宏、 教壇に届けハンセン病ハンセン病問題 隔離政策、差別… 8月に道内教員研修
木村昌次
療養所訪問 元患者と懇談

20120516-001 朝日新聞（東京）

2012/05/16

ハンセン病監禁施設の再現計画

栗生楽泉園

20120516-002 朝日新聞（札幌）

2012/05/16

ハンセン病監禁施設の再現計画

栗生楽泉園

20120516-003 朝日新聞（名古屋）

2012/05/16

ハンセン病療養所 懲罰施設再現

栗生楽泉園

20120516-004 朝日新聞（北九州）

2012/05/16

20120516-005 日本経済新聞（東京）

2012/05/16

ハンセン病の啓発拠点 厚労省 群馬で「重監房」再建計画

栗生楽泉園

20120516-006 日本経済新聞（札幌）

2012/05/16

ハンセン病の啓発拠点 厚労省 群馬で「重監房」再建計画

栗生楽泉園

20120516-007 日本経済新聞（名古屋）

2012/05/16

ハンセン病の啓発拠点 厚労省 群馬で「重監房」再建計画

栗生楽泉園

20120514-008 朝日新聞（県版）岡山版

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 13 題字は本人 結婚（4） 「操」に会い
菊池恵楓園
たい

杉野芳武、杉野桂子

東北新生園

松丘保養園、多
磨全生園

地元TV ハンセン病夫婦の苦悩 テレメンタリ―2012「見えない壁、揺れる心」

20120516-008 日本経済新聞（大阪）

2012/05/16

ハンセン病の啓発拠点 厚労省 群馬で「重監房」再建計画

栗生楽泉園

20120516-009 日本経済新聞（福岡）

2012/05/16

ハンセン病の啓発拠点 厚労省 群馬で「重監房」再建計画

栗生楽泉園

20120516-010 産経新聞（東京）

2012/05/16

李庚宰

オピニオン 曽野綾子の透明な歳月の光 488 NGO40周年の節目に 老人世代、
引退にはまだ早い

20120516-011 東奥日報（青森）

2012/05/16

森敏治、加藤めぐみ

高齢化進むハンセン病回復者 けが放置し症状悪化 必要な介護受けられない 差
別恐れ病歴明かせず 啓発、支援充実が課題

20120516-012 上毛新聞（前橋）

2012/05/16

藤田三四郎

草津・栗生楽泉園 人権学習に重監房 復元、展示へ基本計画示す 厚労省

栗生楽泉園

20120516-013 千葉日報（千葉）

2012/05/16

重監房、復元展示へ ハンセン病「負の歴史」

栗生楽泉園

20120516-014 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/16

20120516-015 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/16

20120516-016 沖縄タイムス（那覇）

2012/05/16

20120516-017 読売新聞（県版）群馬版

2012/05/16

20120516-018 朝日新聞（東京）夕刊

2012/05/16

木下晋、野見山暁治

評 木下晋展 祈りの心 野見山暁治の墨絵展 内側に響く黒一色

20120516-019 朝日新聞（札幌）夕刊

2012/05/16

木下晋、野見山暁治

評 木下晋展 祈りの心 野見山暁治の墨絵展 内側に響く黒一色

20120516-020 朝日新聞（北九州）夕刊

2012/05/16

木下晋、野見山暁治

評 木下晋展 祈りの心 野見山暁治の墨絵展 内側に響く黒一色

20120517-001 朝日新聞（北九州）

2012/05/17

林田直樹

遠い解決 水俣病56年 生活保護特例 利用に壁 救済一時金の使途に制限

20120517-002 琉球新報（那覇）

2012/05/17

豊見山一雄

宮古南静園自治会 会員高齢化 休会を決定

宮古南静園

20120517-003 毎日新聞（県版）岡山版

2012/05/17

ハンセン病療養所入所者の作品紹介 瀬戸内で20日まで

長島愛生園

20120517-004 朝日新聞（県版）京都版

2012/05/17

イベント 映画 バリアフリー上映「映画のつどい」

20120517-005 週刊文春

2012/05/17

松健次、荒木義行、藤 精緻 くまモン アニメキャラ風 木彫り弁財天 合志市に寄贈 恵楓園の松さん「地
菊池恵楓園
井勝公
域おこしに役立てて」

豊見山一雄

ハンセン病療養所・栗生楽泉園 懲罰施設を復元へ 群馬

栗生楽泉園

南静園自治会が休会 宮古島 高齢化で全国唯一

宮古南静園

栗生楽泉園「重監房」復元基本計画を了承 厚労省作業部会

栗生楽泉園

高山文彦、北条民雄、 文春図書館 今週の必読Ⅱ 自身の存在を否定する、不可解な心の闇『どん底 部
大宅壮一、中上健二 落差別自作自演事件』 高山文彦

木下晋、小林ハル、桜
井哲夫、山折哲雄、草 BOOK 新着のアート&カルチャー本から 木下晋画文集 祈りの心
薙奈津子

20120517-006 BT/美術手帖

2012/05/17

20120518-001 朝日新聞（大阪）

2012/05/18

20120518-002 読売新聞（福岡）

2012/05/18

20120518-003 河北新報（仙台）

2012/05/18

久保瑛二、神美知宏、
ハンセン病 療養施設 在り方討論 登米でシンポ 入所者ら現状報告
井上雅雄、

東北新生園

20120518-004 琉球新報（那覇）

2012/05/18

新城日出郎、知念正
勝

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20120518-005 朝日新聞（県版）長野版

2012/05/18

信州スペシャル 信州から見つめた沖縄 本土復帰から40年 遠い辺境の問題でな
伊波敏男、吉江秀文、
い 沖縄塾塾長 伊波敏男さん 共通する「平和への心」松商学園の高校生 強さ・
高寺知香、高嶺ミツ、
つらさ 表裏一体 三線教師 高寺知香さん

20120518-006 東京新聞（東京）夕刊

2012/05/18

木下晋、桜井哲夫

文化 美術評 「木下晋展 祈りの心」 見ることを描線に凝縮

20120518-007 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2012/05/18

木下晋、桜井哲夫

文化 美術評 「木下晋展 祈りの心」 見ることを描線に凝縮

20120518-008 週刊金曜日

2012/05/18

酒井隆史、阪田三吉、
平井玄、橋下徹、村山
『通天閣』が撃つ大阪の現在 橋下は"ぼやき"を許さない 対談 酒井隆史 平井
知義、織田信長、豊
玄 別の視点で見えてくる歴史
臣、石原慎太郎、小泉
純一郎

20120519-001 上毛新聞（前橋）

2012/05/19

藤田三四郎

20120519-002 北日本新聞（富山）

2012/05/19

木下晋、小林ハル、谷
崎潤一郎、和嶋せい、 美術アート 木下晋さん（富山出身」が画文集 祈る姿 鉛筆で刻む 人間の深み知
桜井哲夫、森敦、山折 りたい
哲雄、草薙奈津子

20120519-003 日刊県民福井（福井）

2012/05/19

木下晋、桜井哲夫

文化 美術評 「木下晋展 祈りの心」 見ることを描線に凝縮

20120519-004 宮古毎日新聞（宮古島）

2012/05/19

豊見山一雄、宮里光
雄

宮古南静園 入園者自治会が休会 会長不在 連絡員と補佐役で対応

20120519-005 読売新聞（県版）鹿児島版

2012/05/19

坂口明夫、杉本敏也

県人権・同和教育基礎講座 鹿児島で来月6日

橋下徹、松井一郎、倉 橋下流 考 博物館 迫られた踏み絵 「人権・平和」展示を批判 歴史学ぶ新施設
案 利用者増達成しても 「補助金を受ける以上決定権は僕にある」 為政者で左右
田清、安斎育郎
好ましくない 史観選べるのか
杉野芳武、飯田尚子 写眼 恵楓園の天使たち
菊池恵楓園

退所者へ入院制度 宮古南静園 負担軽減、全国2園目

草津・楽泉園 藤田さん 療養生活60年つづる 川柳句集15冊目出版

栗生楽泉園

宮古南静園

20120520-001 朝日新聞（大阪）

2012/05/20

玉城しげ、神美知宏、
ハンセン病 重い証言 きょう「もういいかい」上映
高橋一郎

20120520-002 東奥日報（青森）

2012/05/20

桜井哲夫（長峰利
造）、中野掔司、長峰
誠、金正美

ハンセン病元患者 盲目の詩人 桜井さん、安らかに 故郷・鶴田 両親眠る墓に納
栗生楽泉園
骨

20120520-003 徳島新聞（徳島）

2012/05/20

十川勝幸

閑話小題

20120520-004 宮古毎日新聞（宮古島）

2012/05/20

豊見山一雄

入園者自治会が休会 宮古南静園

20120521-001 上毛新聞（前橋）

2012/05/21

コンウォール・リー

慈愛の生涯たたえる 草津でリー女史誕生祭

20120521-002 神奈川新聞（横浜）

2012/05/21

木下晋、石田加代子

読者のページ 旅の思い出 「鉛筆画」鑑賞で平塚へ 主婦 石田 加代子 49

20120521-003 佐賀新聞（佐賀）

2012/05/21

村井宮城県知事、石
原東京都知事、江里
口小城市長

私の主張 浅賀 薫 小城市 小城で被災地児童の展覧会を

20120521-004 沖縄タイムス（那覇）

2012/05/21

豊見山一雄、神美知
宏、知念正勝

ニュース 近景遠景 宮古南静園自治会が休会 高齢化加速 見えぬ支援 人権回
宮古南静園
復折衝に不安

20120521-005 琉球新報（那覇）

2012/05/21

20120521-006

THE MEDICAL & TEST
JOURNAL（東京）

20120521-007 週刊ポスト

20120521-008 月刊美術

宮古南静園

金口木舌

宮古南静園、沖
縄愛楽園

連載 綴り継ぐ臨床検査のあれ、これ 日本臨床衛生検査技師会名誉会員 佐藤
乙一 第12回 ハンセン病資料館に学ぶ

多磨全生園

2012/05/21

大谷藤朗、佐川修

2012/05/21

高山文彦、笹川良一、
川端康成、推古天皇、
多田一臣、聖武天皇、
光明皇后、忍性、イエ
ス・キリスト、一遍上
人、笹川陽平、ディッ 宿命の子 高山文彦 笹川一族の神話と真実 第四回
ク・ヤング、田中正造、
石牟礼道子、渡辺京
二、エドワード・ジェン
ナー、北條民雄、井上
靖

2012/05/21

谷口真一、矢内正一、
アルベルト・シュバイ
ツァー、アンドレ・ジッ 日野原重明のアートで生き生き [第97回]アルベルト・シュバイツァーとフランス芸術
ド、ドビュッシー、セザ
ンヌ、ベルクソン

20120522-001 西日本新聞（福岡）

2012/05/22

徳田靖之、組坂繁之

別府市で部落解放全九州研究集会始まる

20120522-002 佐賀新聞（佐賀）

2012/05/22

吉岡正博、徳田靖之

人権侵害解決へ決意を 全九州研究集会別府で開幕 ハンセン病差別考え講演

20120522-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2012/05/22

砂川健次、松原清吉、
平良覚、仲宗根將二、 砂川健次氏に平良好児賞 今後の活動に期待 関係者集い授賞式、祝賀会 本社
友利吉博、伊志嶺亮、 主催
平良好児、友利昭子

20120522-004 毎日新聞（県版）熊本版

2012/05/22

志村康

20120522-005 東京新聞（東京）夕刊

2012/05/22

生きにくさの中の文学 社会全体の悲鳴 言葉にする意義 社会的弱者の表現 愚
痴や泣き言にも

20120522-006 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2012/05/22

生きにくさの中の文学 社会全体の悲鳴 言葉にする意義 社会的弱者の表現 愚
痴や泣き言にも

20120522-007 中日新聞（名古屋）夕刊

2012/05/22

生きにくさの中の文学 社会全体の悲鳴 言葉にする意義 社会的弱者の表現 愚
痴や泣き言にも

20120522-008 徳島新聞（徳島）夕刊

2012/05/22

20120523-001 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/23

十川勝幸、玉井由紀
雄

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 14 題字は本人 社会復帰（1） 退所目
菊池恵楓園
指し治す決意

なかよしサ～クル 阿波市 市民劇団「千の舞い座」 ハンセン病差別根絶を

大島青松園

きょうの歴史（23日）【県内】

20120523-002 毎日新聞（県版）和歌山版

2012/05/23

山陰石楠、山本健吉、
森白象、日野草城、山
心象の句 72年間こだわり 山陰さんに山本健吉賞 毎日紀州俳壇選者
口誓子、黛まどか、角
川春樹、村越化石

20120523-003 ステラ

2012/05/23

木下晋、桜井哲夫、洲
今週の美術 手触りまでも感じさせる緻密な表現 見る者を圧倒する存在感 鉛筆
之内徹、洲之内芳子、
だけで人間の奥深くに秘められた光と闇を描く画家・木下晋
木下セキ

20120524-001 毎日新聞（東京）

2012/05/24

20120524-002 沖縄タイムス（那覇）

2012/05/24

加藤めぐみ、森敏治

高齢化するハンセン病回復者 差別恐れ明かせぬ病歴 適切な医療・介護に課題

20120524-003 毎日新聞（県版）青森版

2012/05/24

姜信子

書ちゃ食ちゃ寝 非在

20120524-004 毎日新聞（県版）群馬版

2012/05/24

佐川修、谺雄二

人権教育の拠点に 栗生楽泉園「重監房」復元 歴史を風化させない 生き証人・佐 栗生楽泉園、多
川さんら決意新たに 「60年来の念願」かなう
摩全生園

ハンセン病「重監房」復元 厚労省 人権侵害の象徴、啓発拠点に

栗生楽泉園

20120524-005 毎日新聞（県版）香川版

2012/05/24

20120524-006 毎日新聞（県版）熊本版

2012/05/24

20120524-007 読売新聞（県版）群馬版

2012/05/24

藤田三四郎

氷点下20度でも暖房なし、22人死亡 ハンセン病過酷「重監房」 復元施設 14年春
栗生楽泉園
オープンへ

20120524-008 読売新聞（県版）香川版

2012/05/24

山田サナエ

大島青松園職員ひき逃げの疑い 高松東署逮捕

20120524-009 スカパー!e2 TVガイド

2012/05/24

塩屋俊、鈴木亮平、財
津一郎、MINJI、青柳 衛星劇場 ふたたび SWING ME AGAIN
翔

20120525-001 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/25

志村康、嶋本勝博、加
ハンセン病 差別語る 玉名市・九看大 当事者招き人権学ぶ
藤タケ子

20120525-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/05/25

宮地尚子

20120525-003 毎日新聞（県版）千葉版

2012/05/25

澤地久枝、中村哲、津 アフガン⇔フクシマ「心はつながる」 農業・医療で国際支援「ペシャワール会」 中
野
村哲医師 船橋で講演 澤地久枝さんも 会場でカンパ募集

20120525-004

MEDICAMENT NEWS（東
京）

山田サナエ

ひき逃げ容疑で看護助手を逮捕 高松東署

大島青松園

菊池恵楓園の盆栽展

菊池恵楓園

大島青松園

菊池恵楓園

取材前線 語られない言葉 楠本佳奈子（社会部） 2012.5.25

Conference Report 第51回インターサイエンス（ICAAC）印象記 舘田一博 東邦大
学医学部 微生物・感染症学講座 教授

2012/05/25

20120526-001 読売新聞（東京）

2012/05/26

池田晶子、木下晋、小
林ハル、桜井哲夫、大
時の余白に 編集委員 芥川喜好 絵は祈り、絵は予感する
岡信、宇佐美圭司、丹
阿弥丹波子

20120526-002 毎日新聞（県版）岡山版

2012/05/26

山本勝敏

ボランティア養成講座 来月毎土曜 ハンセン病回復者支援

20120527-001 日本農業新聞（東京）

2012/05/27

木下晋、桜井哲夫

みどころ 日曜美術館 ★Eテレ

20120528-001 徳島新聞（徳島）

2012/05/28

20120528-002 読売新聞（県版）岡山版

2012/05/28

20120528-003 週刊福祉新聞（東京）

2012/05/28

20120528-004 読売新聞（東京）夕刊

2012/05/28

長島愛生園、邑
久光明園

ハンセン病回復者と県民との交流会
金泰九

全国人権・同和教育大会参加1万人目標 県実行委確認
6月4日～10日 テレビ・ラジオ番組 医療福祉eチャンネル ネット放送

木下晋、麻生三郎、小
ART+ 鉛筆でなでるように描く
林ハル、桜井哲夫

長島愛生園

20120528-005 週刊ポスト

2012/05/28

高山文彦、笹川良一、
笹川陽平、笹川勝正、
笹川堯、鳩山由紀夫、 宿命の子 高山文彦 笹川一族の神話と真実 第五回
麻生太郎、笹川喜代
子、笹川了平

20120529-001 沖縄タイムス（那覇）

2012/05/29

吉浜忍、吉川由紀

本部壕で軍夫作業 陣中日誌 証言裏付け 県史「日本軍史料」発行 軍官一体で
強制収容 ハンセン病 戦力低下恐れる

20120529-002 毎日新聞（県版）熊本版

2012/05/29

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 15 題字は本人 社会復帰（2） 15年目
菊池恵楓園
の退所、養鶏始める

20120530-001 南日本新聞（鹿児島）

2012/05/30

久保田浩史

水俣病生活保護訴訟 ハンセン病と区別「不合理」と原告側

20120530-002 宮古毎日新聞（宮古島）

2012/05/30

山城紀子、知念正勝、
山城紀子さん 差別の実態明らかに 「ハンセン病問題」で講演
亀浜玲子

20120530-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2012/05/30

沖縄愛楽園

健康チェックなど無料 宮古南静園で「看護の日」 きょうまで

宮古南静園

20120530-004 日刊建設工業新聞（東京）

2012/05/30

厚労省 12年度は一般競争34件 国立ハンセン病療養所発注予定

松丘保養園、東
北新生園、栗生
楽泉園、多磨全
生園、駿河療養
所、長島愛生
園、邑久光明
園、大島青松
園、菊池恵楓
園、星塚敬愛
園、奄美和光
園、沖縄愛楽園

20120531-001 建通新聞東京（東京）

2012/05/31

厚労省・国立ハンセン病療養所の発注見通し 多磨全生園で工事5件

多磨全生園

20120531-002 日刊建設産業新聞（東京）

2012/05/31

WTO対象は1件 国立療養所12年度発注見通し 厚労省

菊池恵楓園、多
磨全生園

